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Ｖｏｌ.36 西東京商工会会報

去る５月20日
「コール田無 多目的ホール」にて開催
 ࠰ࡇʙಅإԓȷൿምإԓŴ࠰ࡇʙಅᚘဒȷ
ʖምకሁƴƭƍƯ॰ƴݙᜭƞǕŴ੩ЈᜭకƸƢǂƯӧൿ
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ʙЭƴᩓᛅƴƯƝʖኖƘƩƞƍŵ

組織強化にご協力下さい
商工会では会員拡大による組織基盤強化を重点事業に
あげております。
ご紹介いただいた事業者の方にご入会いただくと、お
礼として粗品を差し上げております。
お知り合いの方で、まだご入会がお済みでない事業者
の方がいらっしゃいましたら、事務局まで是非ご紹介くだ
さい。

空調運転の抑制にともなう、軽装での執務

「節電対策のライフスタイル」実践中
実施期間：平成28 年5月1日 〜 10月31日

ご 来 会 のみなさまへ
ųᙱிʮՠ˟ưƸŴǨȍȫǮȸ̅ဇƴƓƚǔᬛƷᨊ
ӏƼྶעภଡ଼҄᧸ഥƷɟƱƠƯŴܴއሁưƷžᢘภϬ
ᲢéᲣſӏƼžܴภƴࣖơƨᘺưƷಅѦሁſǛܱƢ
ǔƨǊŴራᩓƷ࣋ࡁǛƬƯƓǓǇƢŵ
ųƜǕƴƱǋƳƍŴܴއϋƴƓƍƯž᠉ᘺưƷؓѦſǛᐯ
ǒܱោƢǔƱƱǋƴŴʙಅᎍƷႏಮǁԠƼƔƚǛᘍƬƯƓ
ǓǇƢŵ
ų˴ҡŴƝྸᚐងǓǇƢǑƏŴǑǖƠƘƓᫍƍƠǇƢŵ
ųǇƨŴႏಮƴƓƔǕǇƠƯǋŴ᠉ᘺưƷƝஹ˟ǛƓᫍƍ
ဎƠɥƛǇƢŵ

発行：西東京商工会

会長：大河内 一紀

印刷所：㈲大野印刷

なわれ、平成 27 年度事業報告・決算、監査報告、平成
28 年度事業計画、予算、借入金限度額及び指定金融機関
承認に関する件など、原案どおり可決承認されました。
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第１号議案

平成２７年度事業経過報告に関する件

第２号議案

平成２７年度決算報告に関する件
監査報告

第 13 回（平成 28 年度）通常総代会が、去る５月 20 日
（金）午後３時より、コール田無にて 86 名（委任状出席
37 名含む）出席のもと開催されました。
司会松川紀代美氏、議長に今井良充氏（工業部会幹事）
が選出されて、第１号議案から第５号議案まで審議がおこ

ؙਧূૹੵভؙভশभপఖ
दओकःऽघ؛
ؙ৻भ্ؚओਟᇙभ্ؚ
পउ႞खःর॑ਸ਼ਧূૹ
ੵভৢଞ৻ভपؚओলఆ॑ःञट
ऌऽखथௐऎ౪ணखऑऽघؙ؛
ؙऋবभ৽ੋमؚ୮੦৹धॎ
ोथउॉऽघऋੵૹؚভ৩पः৵
ૠெ੫म୮॑ৰदऌथउैङؚ
ୠभর৵؞৵ૠெ੫पधढथमؚযઠౕ؞ऩৈ
ೡ৲पेॊୠभણৡभৣؚਝৱभഊಉपेॉཎ
ਛশ૨ऋৣखथःॊ૾யऋਢःथउॉऽघ؛
ؙजभेअऩরؚর৵؞৵ૠெ੫ृୠऋ್इथःॊୖ
पणःथणऱधणੰৠदऌॊेअؚ০ਰपୠ્ਙ
॑པखؚর৵؞৵ૠெ੫भইज़টॵ॔شউൣभ੍
ର৬भଡണध৽ਅറप౷ा॒ट৽੍ର॑ষअ
੍ରৡऋૹੵভपीैोॊऒधपऩॉऽघ؛
ؙ৬पमؙୠ়৽ੋ੮৬धखथਧূध৴ख
ਤखथःॊਧূ੍ର৽؞ৗৼ७থॱشহؚ
ဆષহऩनَਧূਓஷ௪ঐ५ॱشউছথُम
রੑपোॉؚૹੵभனؚୠஷ௪भਤप
ऐथ૽સ॑ટञखथऽःॉऽघ؛
ؙઆফભपँञॉਕणभ৯ఏ॑ൕऑऽखञ؛মফ২ुਬ
ऌਢऌৰःञखऽघ؛

第３号議案

平成２８年度事業計画（案）承認に関する件

第４号議案

平成２８年度収支予算（案）承認に関する件

第５号議案

借入金限度額及び指定金融機関承認に関
する件

॑ৰःञखऽघ؛
كڮقু৽ੵૹ؞ভஒফ؞ਙधभઐ
ؙফ؞ফभૹੵভपधढथؚ০ऊैভभরற॑૿
असऌয౫भਛमؚಳऊघহमदऌऽच॒؛মফ২मૹ
ੵভஒফ؞ਙभৢଞভपਸ॑औचथःञटऌؚ
जोझोभୠपৌघॊாऩহன৫؞ਔৄ॑၂ലखؚ
ૹੵভણपमधगॊऒधऋदऌؚ০मऎभ
৩ऋૹੵভ૽৩धखथदऌॊेअઅइथःऌञःधઓ
ःऽघ؛
كگقহਜଂ৽৩ਘ৲
ੵૹؙভभষଉधखथਛফ২ुੵૹؚভमَষ
ऌऽघୂؚऌऽघؚ੧खऽघُ॑खڴؚधैो
ञহਜଂ৩दघऋؚਜઍ॑ಖਪೄखथૹੵভ৩হ
ਚष੍ର॑ਘ৲औचथःञटऌऽघ؛ऽञૹؚভ
पৌखऽखथुॖঋথॺহؚඌଡ଼ྩभڹںہ৲ؚଆಬढ़
ওছਝ઼ؚڱകૹভ৴ऩनभओਔৄ؞ओৼ॑ध
ॉऽधीੵૹؚভऋ৫ಈघॊষ૽৩༦ভಉ॑ৢगؚਧ
ূূ؞प॑खथऽःॉऽघ؛
ؙ০ुୠदણඩखथःॊர੮৬؞੮৬؞ଆಬੈ
ভ؞ઐৢ৸ੈভऩनधଞप৴॑खथؚॊः৸؞
ੱखञऽठतऎॉ॑৯खथਧূभனपఞଖखथऽ
ःॉऽघ؛

ؙ০भૹੵভ৩भभओधஇرभओણඩ॑ओ࿕
ணखऑऽघ؛
ؙलपؚऒभ২ڰাपেखञിম؞পী൜पख
كڭقভ৩ੜਘध৽ાచ
ؙভ৩ੜਘमؚমফ২ु৶হভ॑੦মपা৫ಈखथ಼ ؚऔोञऔऽपमेੱؚॉउৄःணखऑऽघੵૹ؛
ভदमڰা৫ಈ৶হভपउःथ૽৩पेॊଝᢻস॑ඉઽख
जभাपഅੳऔोञৗૠভ৩হਚपৌखૹੵভশ হਜ
মपଛসऔचथःञटऌऽखञ؛ऽञૹؚভदૐीथ
ଂশষ ऋঽै௰ਖ॑खथੵૹؚভषभਏृలਟभણ
ःञटःञଝᢻসल৻ভपउःथૐीऔचथःञटः
ৡँॊऽठतऎॉषभனऩन॑၂ലखथੵૹؚভઈृ
ञଝᢻসमؚম॑ৢग಼भহ॑िহਚಉपଛ
হभઅपखथऽःॉऽघ৽؛ાచपउःथमؚਧূ
সऔचथःञटऌऽघँ؛ॉऋधअओकःऽखञ؛
ऋষଃ॑ຄষखथःॊরੵૹؚভुভા؞ଓஃ
সಉदઈखथःॊ੮৬धखथ੍ؚলఐ৯ಉभઍभಖਪ
① フィジカルエリート

整体 ( 肩こり腰痛改善 45 分コース )
4,860 円 ⇒50％OFF 2,430 円

② もとい

でんき

東芝アルカリ乾電池（単 1 〜単 4）定価の 50%OFF!!
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「商業振興事業」
①幹事会等の開催
②商店街活動の助成
③視察研修会の実施
④講習会・講演会の開催
⑤懇談会の開催
⑥商店会ＰＲ事業の実施
⑦商業に関する情報の収集・提供・協議
⑧会員増強の推進
⑨その他商業振興のために必要な事業
「工業振興事業」
①幹事会の開催
②講演会・交流会の開催
③展示会等の参加
④ものづくり工友会の運営
⑤工業に関する情報の収集・提供・協議
⑥会員増強の推進
⑦その他工業振興のために必要な事業
「建設業振興事業」
①幹事会の開催
②視察研修会の実施
③講習会／勉強会の開催
④建設業部会 PR
⑤建設業に関する情報の収集・提供・協議
⑥会員増強の推進
⑦その他建設業振興のために必要な事業

③ パブグレイ

鹿児島生まれのママのお店です
焼酎ボトル１本サービスします

④ 囲碁苦楽部 ( クラブ ) あらい

初めてのお客様店料８００円⇒無料
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「飲食業振興事業」
①幹事会等の開催
②視察研修会の実施
③講習会・講演会の開催
④飲食業に関する情報の収集・提供・協議
⑤会員増強の推進
⑥その他飲食業振興のために必要な事業

平成２8 年度 重点事業
１
２
３
４
５
６
７
８

〔重点事業〕
地域商工業活性化の推進
地域産業資源活用の推進
巡回・窓口経営支援の強化
西東京市内創業者の推進
西東京市産業振興マスタープラン中期計画の推進
商工会事務所の統合
組織基盤の強化
財政基盤の強化

⑤ SSS 級認定眼鏡士

マイスターメガネ

メガネレンズ 10%OFF（フレーム持ち込み OK）
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5 月 28 日（土）
・29 日（日）の二日間にわたり『第
2 回西東京商工まつり』が開催され、西東京市長丸山
浩一様・副市長池澤隆史様をはじめ多くのご来賓の
方々にご来場いただいた中、出店した 35 事業所がお
店自慢の商品販売や事業所 PR 等を行いました。
ステージでは、ライブ、ダンス、キャラクターショー、
紙飛行機とばし、じゃんけん大会、コスプレのど自慢
など多彩なプログラムで、大いに盛り上がり、ミニ電

車、起震車、放水的あてゲームや野菜つめ放題には、
順番を待つ長い列ができました。
第 2 回西東京商工まつり開催にあたり、無事に開
催できたことを関係各位、近隣住民の方など、ご協力
いただいた多くの方々に、この場をお借りして御礼申
し上げます。

ࢥ͈ٛγȜθβȜΐͬςΣνȜͺσ̱̳͘
商工会のホームページは大幅な更新から５年を経過
し、商工会を取り巻く環境も大きく変化する中、広報
情報化委員会では、今年度リニューアルをすることに
しました。
ホームページ制作を業とする企業が増え、受注を求
める声も事務局に寄せられるようになりましたので、
デザイン及び見積から事業所を選定しました。セキュ

リティを強化したうえで、近々新装ホームページを作
成予定ですので是非閲覧して頂きますようお願いしま
す。

ࢥٛমྩਫ਼͈ൡࣣ̞̾̀ͅ
事務所の統合については平成 14 年の合併時からの
懸案事項であり、過去事務所統合検討委員会にて会合
を行いましたが一本化の結論は出ませんでした。
２つの事務所を維持することが人的にも経済的にも
困難な状況であると思われることから、平成 25 年か
ら２年間に亘り議論を重ね平成 26 年の理事会におい
て、賛成多数により田無事務所に統合する決議がなさ
れ現在の体制となっています。

その際、保谷事務所については早期に閉鎖をするの
ではなく、当面の間は維持を
して会員サービスの低下を招
かないよう配慮することとな
りました。今後理事会でも最
善の方法を検討していく予定
です。何卒ご理解を賜ります
ようお願い申し上げます。

Ｊリーグ ディビジョン１ ＦＣ東京応援席 ホームゲーム招待のご案内
〜観戦引換券の申込について〜
観戦引換券は、一事業所につき原則４枚まで
とし、お申込み締切りは開催日の約２週間前ま
でといたします。なお、観戦引換券の枚数には
限りがあるため、お申込み多数の場合は事務局
において抽選とさせていただき、当選者への連
絡をもって発表とさせていただきます。
（観戦引換券の枚数は、試合ごとに異なります。）

⑥ 補聴器専門店

きりん堂

シーメンス補聴器全品カタログ価格より 10%OFF!!

⑦ 中国家庭料理

墨花居

田無店

ご飲食代 10%OFF
（他サービスとの併用・イベント開催時の使用不可）

⑧ らくわん（㈱ライフ＆ペット）

健康グッズ・ペットグッズ

全品ポイント 10 倍

商工貯蓄共済に
加入しませんか？

3つの魅力がワンパック
貯蓄 融資 保障

1 貯蓄（自己資金の充実）

2 融資（企業の資金繰り）

●貯蓄積立金および利息
毎月の掛金から年１回、生命保険料・経費
が差し引かれ、掛金の大部分が貯蓄積立
金となります。
この貯蓄積立金に対して、１年経過後から
市中銀行の１年定期預金と同等の金利で利
息がつき、毎年貯蓄積立金に繰り入れられ
満期まで複利計算します。

3 保障（大きな安心）

共済加入後３ヶ月以上、遅滞なく掛金の払
込みを継続されますと、融資のあっせんを
受けることができます。（事業資金）
●資金使途
●融資限度額
・運転資金
・設備資金

万一の場合は保険金とともに、それまで貯蓄さ
れた積立金を合わせてお支払いします。この保
険は商工会員等を対象とした死亡保障のみの
掛け捨て保険のため割安な保険料で高額な保
障が受けられます。

運転資金・設備資金
１口あたり２００万円以内
１,５００万円以内
３,０００万円以内

＊ただし運転・設備合計限度額 3,０００万円

●貯蓄積立金の返戻
・満期（１０年間）
貯蓄積立金に満期配当金を加算して返戻します。
・中途解約
途中で共済を解約される場合、それまでの
貯蓄積立金を返戻します。

プラス 医療保障特約型

加入できる方
（加入者＝掛金払込者）
：商工会の会員、その家族および従業員
保障の対象となる方
（被保険者）
：６歳〜６５歳までの健康な方
加入期間：１０年間
加入口数
（掛金は１口につき２，
０００円）
：被保険者１人につき１０口まで

●返済期間

・運転資金 ６年以内
・設備資金 ８年以内
●取扱金融機関
・りそな銀行・多摩信金・西武信金・七島信組
※詳細については、別途「融資のご案内」
をご覧ください。

希望により付加することができます。
（中途加入も可能） 基本

●死亡保険金・高度障害給付金
被保険者が亡くなられたとき、傷害または疾病に
よって、所定の高度の身体障害の状態になったとき。
●保険金額
加入時の契約年齢により（６歳〜６５歳）
１００万円〜２５万円（１口あたり）
●保険契約の審査基準
生命保険部分の加入については、すべて告知
書扱い

入院給付日額 10,000円 プラン

5,000円 プラン

お問い合わせは、
お近くの商工会または東京都商工会連合会まで。
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⑰ 会津の台所

あかべこ家

生ビール（中ジョッキ）100 円引き
580 円⇒480 円

西東 京商工会
﹁ 年 間 カ レンダ ー ﹂

日 ︶ 工 業 部 会ものづくり工 友 会・
日 ︶ 定 例 会︵ 毎 月 第 ２ 金 曜 ︶

28 27

各役員会︵随時会議︶
正副会長会・総務委員会・理事会・
部会役員会︵商業・工業・建設業・飲食業︶・
青年部・女性部常任委員会・
委員会︵組織強化・広報情報化・まちづくり・
その他 各事業等委員会︶

・女性部総会︵

⑩ ワイン市場いちぞう

ハウスワイン ( 赤又は白 ) グラス一杯サービス
金 土 祝 前日除く

29

日︶

11

28

４月 ・ 青 年 部 総 会 ︵

15

20

日〜

10

日︶
・ 第 2 回 西 東 京 商 工 ま つ り︵

16

５月 ・ 通 常 総 代 会 ︵

13

６月 ・ 広 報 誌 発 行

日・ 日︶
従業員表彰︵ 日︶
12
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７月 ・ 福 利 厚 生 健 康 診 断︵ ８ 日 〜 日 ︶
・飲食業部会一泊視察研修︵ 日・ 日︶
・青年部 献血事業
・女性部 商店会盆踊りに参加

８月

・福利厚生

９月 ・ 会 報 発 行

月

11 10
月 ・市民まつり︵

月 ・商工会カレンダー配布

田中葬祭

１月 ・ 会 報 発 行
・女性部 初詣
・新年賀詞交歓会

２月 ・ 確 定 申 告 相 談 会 ︵ 2 月 〜 3 月 ︶

〜各種講習会やそのほかの事業
日程等決まり次第ご案内します︒
〜定期開催
▽金融相談会︵毎月 ２回︶
⑨ 送る想いを大切に

葬儀安心サポート会員ご入会の方
オリーブオイル１本プレゼント！

12
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〇献血事業活動報告
ؙ２月11日（祝）野村證券田無支店駐車場にて、前
年度２回目となる献血事業を実施しました。この場所
での実施が６回目となり、田無駅北口に隣接している
こともあって、献血受付者47名、献血者40名の実績
をあげることが出来ました。
当日ご協力いただいた方々、本当にありがとうござ
いました。
今年度も７月に
野村證券田無支店
駐車場で実施を予
定しています。

〇視察研修会報告
１月31日（日）２月１日（月）に姉妹都市である
下郷町を訪問し視察を行いました。
当日は、道の駅下郷の佐藤駅長より、特産品開発や町
おこしの取り組みについて、道の駅内の食堂で説明を
聞きました。
今後は、姉妹都市として長期的なお付き合いをしな
がら、我々青年部も何か一緒にできることがないかを
考えて活動していきたいと思いました。

〇青年部総会報告
４月27日（水）末広にて14名（委任状出席７名含
む）の部員が出席し、大河内会長・秋山副会長・清水
副会長等、来賓の方々の出席のもと、通常総会が開催
されました。第１号議案から第２号議案まで、全て原
案通り承認されました。
また、４月14日に発生した熊本地震被害に係る募
金活動を会場で行い、
21,000円の義捐金
が集まりました。事
前に集めた青年部の
20,000円と合わせ
41,000円を寄付さ
せていただきました。

平成 28 年４月より小規模企業共済が改正されました 是非ご加入下さい
加入申込や増額申込時に申込金(現金)が不要に！
また一定の共済事由について、受け取れる共済金額がアップ！
契約者貸付金額上限が倍に引き上げ！

すでに小規模企業共済に加入されている方へ
毎月の掛け金が加入したときのままになっていませんか？
現役引退後のより安心した生活設計のために掛金の増額をお勧めいたします。
掛金は月額1,000円〜70,000円の範囲内で、500円きざみで自由に設計できます。
現在の掛金月額が7万円に達していない方は是非この機会に増額変更をお申込み下さい。
⑫ 中華そば

一丸

めん類ご注文の方にトッピング一品サービス
1 グループ様 1 枚で OK ！
ご注文時にご提示ください

⑬ 墓石・仏壇・仏具販売

㈱石和

全品 20 〜 70％OFF ！
3,000 円以上お買上げで高級念珠入れ進呈

⑭ 磯料理

巽

お食事の方に生ビール（小）またはサワー１杯無料
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商店街紹介：伏見通り商店会

西東京市が誇る商店街（会）をご紹介するコーナーの第
９回目は、伏見通り商店会さんです。
（順番は全くのランダムです）
商店会長の江頭さんにお伺いしました。

石坂 裕二（いしざか ゆうじ）
平成 28 年４月１日より、お隣の東久
留米市商工会から異動で参りました石坂
裕二と申します。
年齢は現在 50 歳。あきる野市の自宅か
伏見通り商店会さんの特長を教えてください。
ら通勤しております。
「柳沢駅南口より武蔵野市方面に向かい 10 分程の住宅
西東京市商工会で課長として勤務することとなり、その
地の入口に位置し、50 年ほど前にお風呂屋さんを中心に
責任の重さを身にしみて感じております。西東京市のこと
発展しました。現在、地域の皆さまに喜んで頂いているイ
についてはまだ分からない事が多いのですが市内の事業者
ベントを恒例行事として、商店主ならびに奥様達のご協力
の皆様への経営支援を第一に考え、前に進んで行きたいと
により継続しております。」
思います。事業者の皆様、どうぞお気軽に商工会をご活用
伏見通り商店会さんの抱える問題点は何でしょう？
下さい。よろしくお願いいたします。
「後継者が少なく、商店主も高齢化が進み、廃業に追い
池田 領司（いけだ りょうじ）
込まれている（個々の事業所により事情が有りますが）の
平成 28 年４月１日から日野市商工会
が現状です。」
より異動となりました。瑞穂町より通勤
「この時期にぜひ来て欲しい！」というお勧めのイベント
しておりますが、人口 20 万都市の大き
は何ですか？
さと商工会会員の多さに驚いています。
「年に 2 回、7 月「中元大売り出し」と 12 月に行うイ
担当部会は建設業部会です。そのほか
ベント「歳末大売出し」で主婦の方々に喜ばれる景品をガ
主担当として市民まつりや健康診断事業を行ってまいりま
ラガラポンで用意し、和気あいあいに行っています。又
す。
12 月には通り沿いにイルミネーションにてお客様を迎え
西東京市のことは、右も左もわからない状況ですが、一
ています。」
歩ずつ確実に進みながら、会員の皆様のお役に立てるよう
今後、どんな商店会でありたいですか？
一生懸命頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたし
「地域密着型 高齢者にやさしく、思いやりのある商店会
ます。
でありたいと思います。」
小山 泰正（こやま やすまさ）
平成 28 年４月１日に西東京商工会に
商工会への苦言・提言など何でも結構です。
業務支援員として採用されました小山泰
「これからもイベントに力を入れられるように協力をお
 ᵐᵖ ࠰ᾂஉᴾ ᙱிʮࠊዮѦᢿዮѦඥᙹᛢᴾ
正と申します。現在は神奈川県にほど近
願いします。」
い町田市より通勤しております。
商工会報をお読みになっている皆さんに一言どうぞ。
商工会で働かせていただくのは、西東
「各商店会が頑張っているので、伏見通り商店会も地域
京商工会が初めてです。そのため、分からない事が多くあ
క૨ὸᴾ
の皆様のお役に立てるよう頑張って行こうと思います。」
りますが 1 日でも早く仕事を覚えて西東京市の皆様に少
ありがとうございました。
しでもお役にたてるように頑張ります。不慣れでご迷惑を
お掛けすることがあるかもしれませんがよろしくお願い申
東伏見
青梅街
し上げます。
道

★

【伏見通り商店会】

新柳沢団地東

ファミリーマート
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熊本県災害被害義捐金報告
・商工会役員から５万円
・伏見通り商店会５万円
・総代会時２万６千円
上記義捐金をお預かりしました。上部団体を通じて被災
地の復興にお役立ていただくようお届けさせていただきま
す。誠にありがとうございました。
編集後記
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調査票は５月末までにお届けしています。ご回答よろしくお願いいたします。
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総代会も無事に終了することができました。季節は初
夏を迎え新年度の事業も部会毎に活発に展開して来てお
ります。今年度も西東京商工会が、地域活性化の原動力
となるように、この広報誌を通じて会員の皆様に役立つ情
報を発信して参りますので、皆様の数多くのご意見をお
寄せ下さい。
広報委員会 副委員長 松川正秀

